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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第2四半期 1,648 △10.2 △2 ― △28 ― 33 ―
21年3月期第2四半期 1,836 ― △34 ― △64 ― △97 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第2四半期 2.64 ―
21年3月期第2四半期 △7.04 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第2四半期 4,432 1,564 35.2 122.77
21年3月期 4,849 1,558 32.1 122.37

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  1,560百万円 21年3月期  1,556百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
22年3月期 ― ―
22年3月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 3,360 △6.9 25 ― △50 ― 10 ― 0.79
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
[（注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。] 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

[（注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。] 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実
際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 15,463,116株 21年3月期  15,463,116株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  2,749,134株 21年3月期  2,746,176株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 12,714,866株 21年3月期第2四半期 13,907,396株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年来の世界的な景気後退に足止め感はあるもの
の、雇用環境の悪化や円高の進行等により、引き続き先行き不透明な状況が続いております。 
 当社グループが関連するテクノ製品業界におきましては、欧米の景気低迷が長引き、依然、厳しい状況
で推移しております。メディカル製品業界におきましても、品質、価格面の厳しい経営環境が続いており
ます。 
 このような状況の中、当社グループは国内外での製品の拡販とコスト削減に努めてまいりましたが、景
気悪化による需要の減少により、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高1,648百万円
(前年同期比10.2%減)、営業損失2百万円(前年同期 営業損失34百万円)、経常損失28百万円(前年同期
経常損失64百万円)、四半期純利益33百万円(前年同期 四半期純損失97百万円)となりました。 
 事業の種類別で見ますと、テクノ製品事業は売上高1,264百万円(前年同期比15.8%減)、営業利益138百
万円(前年同期比44.1%減)となり、メディカル製品事業は売上高382百万円(前年同期比14.7%増)、営業損
失18百万円(前年同期 営業損失109百万円)となりました。 
  
  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ416百万円減少し、4,432百万円とな
りました。これは主に、受取手形及び売掛金122百万円の減少、たな卸資産141百万円の減少、有形固定資
産119百万円の減少、現金及び預金43百万円の増加などによるものです。負債では前連結会計年度末に比
べ422百万円減少し、2,867百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金55百万円の減少、短期
借入金195百万円の減少、賞与引当金54百万円の減少などによるものです。純資産は前連結会計年度末に
比べ5百万円増加し、1,564百万円となりました。これは主に、利益剰余金33百万円の増加、為替換算調整
勘定30百万円の減少などによるものです。 
(キャッシュ・フローの状況) 
 当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年
度末に比べ26百万円増加し340百万円となりました。 
 営業活動によるキャッシュ・フローは、339百万円の資金の増加となりました。これは主に、税金等調
整前四半期純利益51百万円、減価償却費109百万円、売上債権の減少額137百万円、たな卸資産の減少額
140百万円などによるものです。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは、28百万円の資金の減少となりました。これは主に、定期預金の
預入による支出17百万円、有形固定資産の取得による支出12百万円などによるものです。 
 財務活動によるキャッシュ・フローは、281百万円の資金の減少となりました。これは主に、短期借入
金の純減少額115百万円、長期借入金の返済による支出104百万円、社債の償還による支出30百万円などに
よるものです。 
  

  

第２四半期の業績を踏まえ、業績予想の見直しを行った結果、平成21年５月15日にて公表いたしました
平成22年３月期の業績予想を修正しております。 
 詳細につきましては、本日別途開示いたしました「第２四半期業績予想と実績との差異及び通期業績予
想の修正に関するお知らせ」を参照ください。 
  

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

  

簡便な会計処理 
1.固定資産の減価償却の算定方法  

固定資産の減価償却費の算定に当たり、定率法を採用している資産については、連結会計年度に
係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっております。  

2.法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  
法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定

する方法によっております。 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時
差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の
業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  
  

会計処理の変更 
当社は、退職給付債務の計算方法について、従来、原則法を採用しておりましたが、従業員の減少

により現在の従業員規模では、原則法によると合理的に数理計算上の見積りを行うことが困難となっ
たため、当第１四半期連結会計期間より簡便法（期末自己都合要支給額）を採用することに変更いた
しました。 
 この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べ、当第２四半期連結累計期間における売上総利益
は3,553千円増加し、営業損失及び経常損失は、それぞれ6,806千円減少しております。また、税金等
調整前四半期純利益は27,449千円増加しております。 
 尚、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
  

  

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 383,867 340,167

受取手形及び売掛金 829,637 951,925

商品及び製品 41,841 22,934

仕掛品 573,688 721,529

原材料及び貯蔵品 141,805 154,648

その他 80,339 139,687

貸倒引当金 △8,494 △9,907

流動資産合計 2,042,686 2,320,984

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,994,698 2,039,549

減価償却累計額 △1,191,854 △1,191,563

建物及び構築物（純額） 802,844 847,986

機械装置及び運搬具 1,923,633 1,920,660

減価償却累計額 △1,502,567 △1,449,214

機械装置及び運搬具（純額） 421,066 471,446

土地 722,523 722,523

リース資産 126,635 136,236

減価償却累計額 △57,679 △51,453

リース資産（純額） 68,956 84,783

建設仮勘定 3,481 9,186

その他 287,537 289,895

減価償却累計額 △235,848 △235,658

その他（純額） 51,689 54,236

有形固定資産合計 2,070,561 2,190,161

無形固定資産   

特許権 10,769 11,646

のれん 28,350 34,020

リース資産 8,248 9,954

その他 8,229 8,969

無形固定資産合計 55,598 64,591

投資その他の資産   

投資有価証券 132,843 131,478

長期貸付金 2,060 4,450

出資金 3,914 3,914

その他 122,053 120,752

貸倒引当金 △36,467 △36,525

投資その他の資産合計 224,404 224,068

固定資産合計 2,350,563 2,478,821

繰延資産   

開業費 34,264 43,317

社債発行費 5,062 5,951

繰延資産合計 39,327 49,269

資産合計 4,432,577 4,849,075
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 274,241 329,726

短期借入金 134,000 249,000

1年内返済予定の長期借入金 1,498,200 1,578,200

1年内償還予定の社債 60,000 60,000

リース債務 27,409 31,637

未払法人税等 18,272 8,292

賞与引当金 17,556 71,731

その他 95,804 121,184

流動負債合計 2,125,484 2,449,772

固定負債   

社債 220,000 250,000

長期借入金 96,860 120,960

リース債務 50,406 63,787

繰延税金負債 8,587 9,578

再評価に係る繰延税金負債 42,023 42,023

退職給付引当金 219,307 226,606

役員退職慰労引当金 24,558 24,558

負ののれん 69,387 78,061

その他 11,268 24,822

固定負債合計 742,399 840,400

負債合計 2,867,884 3,290,172

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,939,834 1,939,834

資本剰余金 488,765 488,765

利益剰余金 △400,742 △434,234

自己株式 △310,216 △313,105

株主資本合計 1,717,641 1,681,259

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △18,465 △25,596

土地再評価差額金 △87,536 △87,536

繰延ヘッジ損益 △7,904 －

為替換算調整勘定 △42,861 △11,992

評価・換算差額等合計 △156,768 △125,126

少数株主持分 3,819 2,769

純資産合計 1,564,692 1,558,902

負債純資産合計 4,432,577 4,849,075
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,836,059 1,648,235

売上原価 1,335,944 1,258,046

売上総利益 500,114 390,188

販売費及び一般管理費 534,402 392,522

営業損失（△） △34,288 △2,334

営業外収益   

受取利息 283 287

受取配当金 1,800 851

為替差益 2,541 －

負ののれん償却額 － 8,673

貸倒引当金戻入額 － 1,613

その他 11,590 3,356

営業外収益合計 16,215 14,783

営業外費用   

支払利息 31,578 30,720

為替差損 － 2,862

その他 14,926 7,441

営業外費用合計 46,505 41,024

経常損失（△） △64,577 △28,575

特別利益   

固定資産売却益 598 －

投資有価証券売却益 30,611 281

賞与引当金戻入額 － 53,214

退職給付引当金戻入額 － 27,964

その他 － 208

特別利益合計 31,210 81,669

特別損失   

固定資産除却損 124 11

投資有価証券評価損 306 2,025

貸倒引当金繰入額 35,616 －

減損損失 2,018 －

事務所移転費用 15,260 －

その他 3,525 －

特別損失合計 56,852 2,036

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△90,219 51,057

法人税、住民税及び事業税 7,560 14,427

法人税等調整額 － △990

法人税等合計 7,560 13,437

少数株主利益 137 4,077

四半期純利益又は四半期純損失（△） △97,917 33,542
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 817,858 792,728

売上原価 617,546 594,354

売上総利益 200,311 198,374

販売費及び一般管理費 269,167 203,170

営業損失（△） △68,856 △4,796

営業外収益   

受取利息 204 225

受取配当金 330 340

負ののれん償却額 － 4,336

貸倒引当金戻入額 － 648

その他 4,558 2,053

営業外収益合計 5,092 7,605

営業外費用   

支払利息 16,133 15,090

為替差損 7,657 4,721

その他 8,572 3,539

営業外費用合計 32,362 23,351

経常損失（△） △96,126 △20,542

特別利益   

固定資産売却益 542 －

投資有価証券売却益 30,611 281

退職給付引当金戻入額 － 7,321

その他 － 208

特別利益合計 31,154 7,811

特別損失   

固定資産除却損 124 －

投資有価証券評価損 306 2,025

貸倒引当金繰入額 17,812 －

減損損失 2,018 －

事務所移転費用 15,260 －

その他 3,525 －

特別損失合計 39,048 2,025

税金等調整前四半期純損失（△） △104,020 △14,755

法人税、住民税及び事業税 △1,840 9,364

法人税等調整額 － △495

法人税等合計 △1,840 8,868

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,827 2,669

四半期純損失（△） △99,352 △26,294
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△90,219 51,057

減価償却費 134,204 109,784

減損損失 2,018 －

のれん償却額 5,670 5,670

負ののれん償却額 － △8,673

退職給付引当金の増減額（△は減少） △18,944 △7,299

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △41,917 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 827 △54,174

貸倒引当金の増減額（△は減少） 45,847 △1,471

繰延資産償却額 7,111 6,727

受取利息及び受取配当金 △2,083 △1,139

支払利息 31,578 30,720

為替差損益（△は益） 2,247 4

有形固定資産除却損 124 11

有形固定資産売却損益（△は益） △598 －

投資有価証券売却損益（△は益） △30,611 △281

投資有価証券評価損益（△は益） 306 2,025

売上債権の増減額（△は増加） 150,331 137,291

たな卸資産の増減額（△は増加） △202,203 140,813

仕入債務の増減額（△は減少） 31,194 △55,131

未払消費税等の増減額（△は減少） 30,169 42,477

その他の流動資産の増減額（△は増加） △23,774 1,052

その他の流動負債の増減額（△は減少） 2,542 △26,026

その他の固定資産の増減額（△は増加） － 413

小計 33,823 373,847

利息及び配当金の受取額 2,326 1,139

利息の支払額 △31,905 △30,676

法人税等の支払額 △8,306 △5,027

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,061 339,284

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △40,124 △17,138

定期預金の払戻による収入 39,000 －

貸付けによる支出 △1,400 △800

貸付金の回収による収入 1,700 1,430

有形固定資産の取得による支出 △78,272 △12,608

有形固定資産の売却による収入 26,443 －

無形固定資産の取得による支出 △2,754 △603

投資有価証券の取得による支出 △615 △624

投資有価証券の売却による収入 49,256 4,646

投資その他の資産の増減額（△は増加） △16,008 △2,934

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,775 △28,632
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 5,000 △115,000

長期借入れによる収入 40,000 －

長期借入金の返済による支出 △79,523 △104,100

社債の発行による収入 243,496 －

社債の償還による支出 △40,000 △30,000

設備関係割賦債務の返済による支出 △14,261 △14,262

リース債務の返済による支出 △28,540 △17,609

配当金の支払額 △0 －

自己株式の売却による収入 227 106

自己株式の取得による支出 △877 △295

少数株主への配当金の支払額 △1,155 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 124,366 △281,161

現金及び現金同等物に係る換算差額 920 △2,928

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 98,449 26,561

現金及び現金同等物の期首残高 341,903 314,161

現金及び現金同等物の四半期末残高 440,352 340,722
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該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

 
(注) 1 事業の区分は、製品の種類・性質等の類似性及び内部管理上採用している区分を考慮して決定しておりま

す。 

 2 各区分の主な製品 

テクノ製品事業   ：サインペン先、コスメチック 

メディカル製品事業 ：医療機器（薬液注入器等） 

その他の事業    ：不動産賃貸 

 3 当社及び国内連結子会社は、平成20年度の税制改正による法定耐用年数の変更に伴い、経済的使用可能予測

期間の見直しをした結果、機械装置について第１四半期連結会計期間より耐用年数を10年から9年へ変更し

ております。 

この変更により、従来と同一の方法を採用した場合と比べ、テクノ事業の営業利益は2,949千円減少し、メ

ディカル事業の営業損失は1,024千円増加しております。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

 
(注) 1 事業の区分は、製品の種類・性質等の類似性及び内部管理上採用している区分を考慮して決定しておりま

す。 

 2 各区分の主な製品 

テクノ製品事業   ：サインペン先、コスメチック 

メディカル製品事業 ：医療機器（薬液注入器等） 

その他の事業    ：不動産賃貸 

 3 会計方針の変更 

「会計処理の変更」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より退職給付債務の計算方法を、原則法から

簡便法（期末自己都合要支給額）に変更しております。  

この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べ、テクノ事業の営業利益は4,682千円増加し、メディカル

事業の営業損失は593千円減少し、全社の営業損失は1,531千円減少しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

テクノ事業  
（千円）

メディカル
事業  

（千円）

その他の事
業  

（千円）

計
（千円）

消去又は全
社  

（千円）

連結
（千円）

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

1,500,881 333,857 1,320 1,836,059 ― 1,836,059

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ 14,580 14,580 (14,580) ―

計 1,500,881 333,857 15,900 1,850,639 (14,580) 1,836,059

営業利益又は営業損失(△) 248,806 △109,201 6,343 145,948 (180,236) △34,288

テクノ事業 
（千円）

メディカル
事業 

（千円）

その他の事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社 
（千円）

連結
（千円）

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

1,264,094 382,820 1,320 1,648,235 ― 1,648,235

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ 14,580 14,580 (14,580) ―

計 1,264,094 382,820 15,900 1,662,815 (14,580) 1,648,235

営業利益又は営業損失(△) 138,935 △18,122 7,092 127,905 (130,239) △2,334
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前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が90％を超えているため、記載を省略してお

ります。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が90％を超えているため、記載を省略してお

ります。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

 
(注) １ 地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 欧州  ：ドイツ、イタリア、フランス 

(2) 北米  ：米国 

(3) 中南米 ：メキシコ、ペルー、コロンビア 

(4) アジア ：韓国、中国、パキスタン、タイ、マレーシア 

(5) その他 ：南アフリカ、イラン 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本国以外の国又は地域における売上高であります。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

 
(注) １ 地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 欧州  ：ドイツ、イタリア、フランス 

(2) 北米  ：米国 

(3) 中南米 ：メキシコ、ペルー、コロンビア 

(4) アジア ：韓国、中国、パキスタン、タイ、マレーシア 

(5) その他 ：南アフリカ、イラン 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本国以外の国又は地域における売上高であります。 

  

該当事項はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

欧州 北米 中南米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 390,138 226,407 101,597 396,788 2,019 1,116,951

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― ─ ― 1,836,059

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

21.2 12.3 5.5 21.6 0.1 60.8

欧州 北米 中南米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 333,805 182,088 70,839 457,848 13,220 1,057,803

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― ─ ― 1,648,235

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

20.3 11.0 4.3 27.8 0.8 64.2

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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